
(別紙様式２）

・人権標語（7月実施）、・いのちの講演会（10月
予定）、人権教員研修（8月予定）は、日程調節
の関係で現在までに実施できなかった。
・あいさつ月間を4月に設け実施し、挨拶プラス
1を意識した生徒への声をかけを継続している。
・7月に実施したアンケート調査では、自ら挨拶
をする生徒が50％・挨拶をされたら挨拶を返す
生徒が79％でほぼ昨年度と同じ結果であっ
た。、また、家族で挨拶を交わす生徒は54％で
あり、自ら挨拶をする生徒との割合とほぼ同じ
であった。

・自分からあいさつをする生徒は50％と少ない
ため、職員側からの挨拶プラス1を引き続き積極
的に行ってもらう。
・2学期の行事等を予定通りに実施して行く中
で、自分と他者を大切にして、励ましあえる気持
ちを持たせる。
･2学期末に2回目のアンケート調査を実施し、状
況を確認する。
・各クラスのＳＨＲで『9月のあいさつ月間』につ
いて生徒に呼びかけてもらい、あいさつをしやす
い環境づくりを図る。
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・前期終了後、新たに各委員会の人数調整を
し、活動の活性化を図る。

3

○あいさつを通してコミュニケーション
能力を向上させ、自分と他者を大切に
して、励まし努力しあえる生徒を育成す
る。

・いのちの講演会（年1回）、人権標語（全
学年）、人権教員研修（年1回）の実施。
・あいさつ月間（4月・9月・1月）を設け、挨
拶プラス１（挨拶をしたときに何か1つ生徒
に声をかける。）の実施。
・「自分からあいさつする」生徒の増加。
（アンケート調査により割合を確認）
・教師の即座の肯定的な評価や感想、心
が温かくなる反応（良いコミュニケーション
の見本として）

○行事などを通して集団生活でのマ
ナーやルールを守る態度や規範意識
を醸成し、自分と他者の可能性を大切
にした、安心・安全な学習環境づくりを
図る。

・いじめ・学校生活アンケート（年2回）薬
物乱用防止教室（年1回）、交通安全教室
（年1回）、バイク・自動車免許取得者集会
（年2回）、避難訓練（年2回）の実施。
・校舎内見回り指導の改善と実施。

○各種行事において生徒が主体的に
参加するように生徒会各種委員会の
活動を活性化させ、学校への所属観や
連帯感を高める。（企画・協力・挑戦・
達成感・充実感・所属感・連帯感の涵
養）

・新入生歓迎会（4月）、各種委員会、校内
生活体験発表大会、県生活体験発表大
会、体育祭、クラスマッチ（学期に１回）、
予餞会、
・清掃活動（年3回）、バス遠足（年1回）、
芸術鑑賞（年1回）、教育振興会レクレー
ション（1回）

特別活動や行事の活性化による想像力、協働力、
忍耐力の育成

２）特別活動・学校行事への参
加率及び満足度７０％以上

①行事への主体的な参加によ
る一体感・達成感の享受
②自分と他者の可能性を大切
にして、励まし努力しあえる生
徒の育成

学校名  大分県立日田高等学校定時制

前年度評価結果の概要

◎授業改善としてICT機器の活用を重点項目に掲げ、機器の整備といったハード面から、活用する側のスキルアップのための研修といったソフト面まで充実を図った。
◎各種行事の精選を行うとともに、多様な定時制ならでは拘りのある講演会等を企画し、行事出席率が７割を超えることができた。行事を通じて生徒の心理的成長を促した。
◎相談支援体制の構築について、地域の外部機関と連携を図り、合同ケース会議まで持つことができたのは来年度に繋がる成果であった。
◎学校からの情報発信として、学校ＨＰ・学校だよりを昨年以上に充実させるとともに緊急時対応として３９メールの導入も行った。

　・　社会的自立をめざした教養教育・キャリア教育の充実
　・　特別活動や行事の活性化による想像力、協働力、忍耐力の育成
　・　自己存在感の確立と心身の健康づくり

重点目標学校教育目標

「剛健　積極　明朗」の校訓のもと、誇り高く、心豊かで、たくましい
人間を育成する

中期目標

社会的・職業的自立の基盤となる体力・知識・豊かな心の育成

・各学期に１回以上の進路講演会の実施
・キャリア教育の観点から、職業を意識し
た講演に拘らず、社会貢献への意識を高
める講演や生徒参加型の内容などによる
定職率向上
・進路達成に必要な基礎学力の定着と履
歴書書きなどを国語科と連携し、ＨＲＡな
どでの実施
・ハローワークとの密な連携
・進路希望に応じた取り組み計画の策定

・振り返りの時間を確保するため、講習会
計画の際にふり返りも含んだ形での時間
設定実施。
・アンケート記入時に、生徒と内容につい
ての意見交換の実施。

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践

検証結果（自己評価）

評価
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・授業改善に向けて5月にユニバーサルデザイ
ン研修会、6月にICT機器授業活用研修会を実
施し、各自で実践できる取り組みについて研修
を行った。
・観点別評価研修については、1学期の評価や
授業をもとに定時制での評価について8月に研
修を行う。
・現在、互見授業週間を実施しており、教科の
枠を越えた授業観察を行い、その結果を受け
て、授業改善に向けた研修を行う予定である。
・学校生活アンケート・キャリア教育アンケート
については4月に実施。今後定期的に行う。

・2学期以降、各種研修をふまえて研究授業等
を実施し、学校全体として授業改善に向けて統
一した取り組みを検討する。
・各教科研修の環流報告を実施する。

・現在、1学期（1回目）の互見授業週間中であ
る。授業見学後は授業者との振り返り時間を確
保する。校内全体でも研修を行う。
・アンケート結果について課題や改善点を共有
し検討していく。

・進路講演会Ⅰは豪雨のため、日を改めること
となり予定通り実施できなかった。
・基礎学力の定着については授業改善を通じて
各教科実施していただいている。ＨＲＡの活用
については行事との関係でまだ実施出来てい
ない。
・ハローワークとの密な連携はできている。ハ
ローワーク日田を訪ね、来春卒業する生徒一
人ひとりをイメージした相談を行った。
・履歴書等の説明・指導については、ＨＲＡでは
時間的に厳しく実施できなかったが、国語の教
科内に実施できた（３・４年、表現活動の単元の
学習の際）。

・今回、進路講演会Ⅰが実施できなかったのは
甚大な災害のため仕方がないと感じる。
・担任と連携し、卒業予定者の希望進路開拓
等、他のことについては引き続き粘り強く実施し
ていく。

・講演会や講習会は、4年生ともなれば同じテー
マで毎年のことではあるが、繰り返し内容を確
認できている。（4年）
・交通安全講話と救急救命講習が実施され、振
り返りのための時間が確保されていた。アン
ケートの回答は各自でできたが、クラス全体で
内容を深め、身につけて欲しい資質の定着まで
は行けなかった。（3年）
・講演会ではクラスでじっくり振り返り話し合う時
間まではとれていないが、講演後のアンケート
から生徒の感想・意見をプリントにまとめてＳＨ
Ｒで紹介し、共有する時間をとった。（2年）
・まだ講演会が少なく取組指標のようなことはで
きていない。（1年）

・今後、講演会後、教室で講演会の内容につい
て生徒と話をしてその機会を活かしていく。
・今まで通り振り返りの時間を確保しながら、そ
の中でテーマについて意見を述べたり、議論し
あう時間を積極的に設けたい。

ＰＬ　人権教育主任
SL　 生徒指導主
任

ＰＬ　教務主任
SL　 進路主任

ＰＬ　進路主任
SL　 各HR担任

ＰＬ　各HR担任
SL　 進路主任

ＰＬ　生徒指導主任
SL　 総務主任

ＰＬ　特活主任
SL　 HR主任

・いじめ、学校生活アンケートを７月に実施し、
交通安全教室（5月・出席率70％）、薬物乱用防
止教室（7月・出席率７6％）であった。また、昨
年度出席率が60％の7月火災避難訓練（出席
率71％）も7割を超える出席率となり、1学期の
行事はほぼ予定通りに実施することができた。
・1学期の校舎内の見回り体制については、昨
年と同様の体制で実施した。

・交通安全教室をはじめ各行事の出席率70％を
踏まえ、今後も継続してポスターの掲示や積極
的な生徒への参加呼びかけを行い、行事に参
加しやすい環境づくりを行う。
・1学期の職員の見回り状況を踏まえ、夏休み
中に見回り指導の改善を行い、2学期に備える。

・4月実施の新入生歓迎会は、生徒会が企画運
営し、参加生徒の満足度が97％と高かった。生
徒同士、また教員との交流が深まった。
・各種委員会は毎月実施。話し合いの中で、そ
れぞれの役割と責任を確認できている。

実施時期　　　平成　29　年　7　　月

平成  29　年度学校評価（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　中間評価　　　　　　　　　）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

社会的自立をめざした教養教育・キャリア教育の充
実

１）キャリア教育における満足度
７５％

①ＩＣＴを活用した学ぶことへの
興味・関心を高める授業への改
善
②学ぶ意欲の喚起と、職業観・
勤労観の醸成

○生徒の授業意識向上を目指し、授業
改善に向け、各研究会等への参加やＩ
ＣＴ機器活用・ユニバーサルデザイン
等の研修を行い、スキルアップを図る。
さらに互見授業や研究授業を実施し、
授業の成果や課題について教員全体
で議論を重ねていく。

・「授業改善スクールプラン・マイプラン」
の見直し、進捗状況の定期的な検証・成
果と課題の確認を学期毎に職員間で実
施する。・授業アンケート実施。（学期毎）
・各種研修の実施（ＩＣＴ活用研修・ユニ
バーサルデザイン研修等）（随時）
　各研修会への参加（１人３回以上）
・ICT機器の活用推進
・教科横断型授業の取り組み
・相互授業（１・２学期）、研究授業（随時）
の実施
・学校生活アンケート・キャリア教育アン
ケートの実施（学期毎）

○教科、特別活動をはじめあらゆる教
育活動を通じて、人間関係形成力、自
己理解、課題対応能力、健全な職業
観・労働観を育成する。

○各種講演会の目的・意義から生徒
へのメッセージを明確にし、ふり返りを
行うことにより、生徒が学んで欲しい資
質の定着を図る。

一学期末評価
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・フィットネスウィークの生徒満足度は91％、定
通県体の生徒満足度は78％であった。これらの
活動を通して、各自がそれぞれの目標に向かっ
て取り組むことができていた。また、技能を高め
るだけではなく、学年関係なく交流ができ、人間
形成の一助となった。部旗の作成も盛り上がっ
た。
・補強運動は学年によって取り組みに差があ
る。

・健康教育講演会を薬物乱用防止教室と連携
し、依存症について実施するよう計画した。
（7/14）
・今年度配置されたＳＳＷに、ＳＳＷの業務や学
校での活用について職員研修を実施してもら
い、本校での連携と共働について考える時間を
持った。
・救命救急講習を実施し(5/24)、生徒だけでなく
全職員が実習をした。
・食育実習について家庭科教諭と相談した結
果、授業ではなくレクリエーションや給食を通じ
て、楽しく食べるということを目標にした機会を
計画する。
･市役所福祉課と連携して連絡協議会（合同
ケース会議）を開催した（6/22)。生活保護担当
者など、対象となる生徒の状況に合わせて関係
者が参加する会議となっており、今後も継続し
て実施していきたい。その後も生徒の変化に応
じ連絡を取り、２ケ－スについて連携を続けて
いる。また、学校の取り組みが困難な卒業生の
支援も、行政と連携すれば可能になる面もあり
メリットは大きい。

・健康教育講演会Ⅰについて予定通り実施し、
自分の生活について考える機会を持つ。
・いのちの講演会で人権教育と連携し、健康教
育講演会Ⅱを実施する。
・ＳＳＷが配置され、医療機関・行政・福祉と連
携をしている。生徒を中心に関係機関と共働す
るイメージを持つために、ミーティングや研修な
ど本校でのＳＳＷの活動報告の機会を持つ。
・食育実習について具体的に計画し、2学期中
に実施する。
･合同ケース会議の運営の仕方や記録の取り扱
い方等を今後検討していく。

・フィットネスウィークの期間を増やしてほしいと
いう生徒の要望が半数以上あった。一校一実践
の取り組みから、２学期に活動期間を設定す
る。来年度は、定通県体前の活動日を増やすこ
とも検討したい。

・補強運動の点数を明確化したことで、実施率
は改善されたので、維持していきたい。

・グループエンカウンターに関する職員研修を5
月に実施した。関係する職員全員が参加し、有
意義な研修となった。
・6月のＨＲＡでグループエンカウンターを全学
年で実施した。クラスの実態に合わせ、各担任
が活動内容を選んで行うなどの工夫が見られ
た。

・教育相談に関する職員研修を継続して実施す
るために、研修内容の充実を図る。
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自己存在感の確立と心身の健康づくり

３）学校生活における満足度７
５％

①自尊意識の向上と自立心・自
律心の養成
②望ましい食生活への改善と
食育指導の充実

○和気藹々とした雰囲気の中で適度
に、心地良く汗をかく小さな体験を積み
重ねることで、生涯にわたって豊かな
スポーツライフを継続する資質や能力
を涵養する。

・定通県体、全国定通体育大会、、フィット
ネスウィーク（定通県体前）、新体力テスト
（年2回）、フィットネスジムインストラクター
講座（年1回）、ボウリング大会（年1回）、
補強運動（体育毎時間）
・新体力テストにおける記録の向上６０％
以上

○コミュニケーション能力を高め、人と
関わる技能を身につけさせる。

・グループエンカウンターを全学年実施
（年１回以上）
・人間関係づくりに関わるグループアプ
ローチの職員研修を実施（年１回）

○安全・安心な食生活と、体と心の健
康は密接に結びついていることを理解
させる。
○人としていかに在るべきか、いかに
生きるべきかについて、主体的に考
え、選ぶことができるようにする。
○適切な支援を受けることができるよ
うにする。

・健康教育講演会（年2回/不登校や反社
会的行動の背景にある生活や特性の問
題//依存症の問題/食の問題）
・臨床心理士や社会福祉士を講師にした
職員研修会の実施（年1回）
・医療、行政、福祉の関係機関との連携
強化と生徒支援の輪の拡大(定例会、臨
時ケース会議）
・食育実習（家庭科の授業）の実施
・ 救急救命講習会（年1回）

ＰＬ　保健主任
SL　 教育相談主
任

ＰＬ　特活主任
SL　 総務主任

ＰＬ　教育相談主任
SL　 保健主任


